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WatchGuard DimensionTM

BRINGING BIG DATA VISIBILITY TO NETWORK SECURITY

 Visibility.

WatchGuard Dimension is a cloud-ready network security visibility solution that comes standard with 

reporting tools that instantly isolate and distill key security issues and trends, speeding the ability to set 
meaningful security policies across the network.

The solution is up and running in a few clicks and is easy to use and understand. Thanks to a menu of 

START WITH THE BIG PICTURE
Get a high-level view of network activity that pinpoints top trends, top clients, and correlated views of 
top users and applications. Then with just a click, you can drill all the way down to individual log data that 
reveals key details. 

WatchGuard® Technologies, Inc.

WatchGuard Dimension

DATA ANALYSIS IS THE KEY

Businesses are drowning in oceans of 
data,  including network security data, 
making it nearly impossible to identify 

important security issues and make better 
policy decisions. The impact on regulatory 

compliance status can be devastating. 

WatchGuard Dimension resolves these 
challenges by instantly turning raw 

network data into actionable security 
intelligence – in the big data visualization 

style today’s users have come to expect. 

“Data in itself is not valuable  

at all. The value is in the 

analyses done on that  
data and how the data  

is turned into information...” 
Mark van Rijmenam,

Big-Data Strategist

Threat Map
Instantly see by location where 

threats are coming from. A few 

clicks will tell you exactly which IP 

to block to protect your network. 

Executive Dashboard
Reviewing massive amounts of data 

Organize your thoughts around crystal 

clear data points in the dashboard.

ネットワークセキュリティにビッグデータの可視化を導入

Mark van Rijmenam,

ネットワークセキュリティに関する意思決定の複雑さは増しています。セキュリティに関する正しい決断を
迅速に、どのように行うかは管理者および経営陣にとって重要な課題です。
セキュリティの可視化はこの課題への解決策となります。

パブリッククラウドとプライベートクラウドに対応
WatchGuard Dimension™ は、クラウド対応のネットワークセキュリティを可視化するソリューション

としてウォッチガードのUTM/NGFWアプライアンス製品の標準提供ツールとして提供されます。膨大な

量のログデータからの可視化／レポートツールを提供し、ネットワークセキュリティに関する問題を素早

く分析し、最適なセキュリティポリシーの策定を支援します。

Dimension により、ユーザは数回のクリックのみで容易にネットワークセキュリティ情報を把握し、マル

ウェアや脅威、インターネット利用状況、ネットワークの利用状況をWebブラウザよりリモートから確認

することが可能です。

包括的なビューを提供
WatchGuard Dimension™ は、クライアント端末情報、ユーザやアプリケーションの相関ビューなど

のピンポイントの情報なども含め、ネットワークアクティビティを高い次元のビューとして提供します。

また、必要に応じて個別のログデータまで簡単にドリルダウンできます。

データ分析の重要性

ネットワークセキュリティデータを含む

膨大な量のデータの氾濫により、重要な

セキュリティ問題の識別やセキュリティ

ポリシーの改善は困難になっており、迅

速な法令遵守に対しても大きな影響が出

てきています。

WatchGuard Dimension はネット

ワークデータを即時にセキュリティ対

策への指針に導くセキュリティインテ

リジェンスを提供し、ビッグデータの

可視化は多くのユーザに期待されてい

るソリューションです。

個々のログデータそのものは重要な価値を

持っていません。データの分析結果と、デー

タがどのように有益な情報として解析され

たかによって、価値が高まるのです。

ビッグデータストラテジスト

Firebox / XTMに標準提供されるセキュリティインテリジェンス

ウォッチガード・テクノロジー・ジャパン株式会社

ポリシーマップ
ポリシーはファイアールの頭脳ともいえる重要な設定項目です。ポリシーマップを使用して、膨大な量
のログ情報からトラフィックフローを瞬時に分析し、可視化機能により全てのポリシーを視覚的に確認
し、細かな設定ミスも見逃しません。必要に応じてドリルダウンにより、より詳細情報を確認すること
も可能です。

エグゼクティブ ダッシュボード
膨大なセキュリティログ情報からの効果的な
分析を可能にします。管理者はダッシュボー
ドからの明確な情報により、的確な対応が可
能となります。
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可視化のパワー
FireWatch　

FireWatch による監視
・最も帯域幅を消費しているユーザ

・異常なトラフィックパターン

・最もアクセスされているWebサイト

・特定のユーザの最も利用しているアプリケーション

・最も帯域幅を消費しているアプリケーション

 

 

 

  

  

 

パターンを特定し、最適な
判断を支援

新機能!
Dimension Command

www.watchguard.co.jp/dimension

ビジュアルレポート

豊富なレポーティング機能を備えており、70 種類
以上の総合レポートパターンから選択することが可能
で、役員レベル、IT やコンプライアンス責任者、ある
いは管理職向けの概要・詳細レポートを生成し、予め
設定されたスケジュールにて電子メールでの送信が
可能です。
また、オプションの HIPAA や PCI コンプライアンス
対応のレポートも含まれています。

WatchGuard DimensionTM は、卓越した可視化ツー
ルである Dimension Command と同時に活用する
ことで、より洗練された管理スイートとなります。
IT 管理者はネットワーク上で発生した事象に対して、
直ぐにダッシュボードから直接アクションを行う事が
可能となります。

Dimension Command（プレビュー版）をご希望の
方は販売代理店にお問合せください。

必要な情報の提供、
様々なレポート形式、
迅速な問題の抽出、
問題解決、効果的な
ポリシーの選択

高い柔軟性
ピボット、ドリルダウンや
フィルタリングなどのオプ
ションの他、必要な情報を
フィルタリングする事が可能

詳しくは

　　　　　により、アクティブなユーザと
トラフィックに関して、最も重要な情報を
瞬時にフィルタリングを実行
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ゼロインストール
複雑な設定は不要となっており、OS、データベース、
ユーティリティ、ウォッチガードのサーバソフトウェア
を既に含む仮想アプライアンスをインポートするだけで
セットアップが完了します。

脅威マップ
脅威・攻撃の発信元を瞬時に特定し、
数回のクリックでネットワーク上で
ブロックすべき IPアドレスを特定
する事が可能 


